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Sentire， Intellegere， Credere 
ー一-Augustinus， EPist. 147， De videndo Deo. l�iv . 11 --

水 落 健 治

序

1 . アウグスティヌスが認識の問題について論ずるに際して，I感覚認識」

sentire， I知性認識J intellegere， I信J credereという区分を採用したという
( 1) 

ことは周知の所である。 我々は以下， 所謂「見神の書簡J EPist. 147. 1 

�iv . 11 を採り上げ， そこに述べられている。 ‘videre per oculos corpor is '，  

.videre mente'， ‘credere' とL、う三つの概念について若干の考察を加えるこ

とによって ， sentire， intellegere， credere の概念と その相互関係の一端を明

らかにしたい。

2 . r書簡 147J (以下 EPi・st. 147と略記) は， r神を見ることについ
(2 ) 

てJ De videndo Deo と題され， A. D. 413年Paulinaという女性に宛てら

れたものである。 この 413年という年は， 周知の如く， ニカエ ア， コンス

タンティノポリス， カルタゴの公会議が終り， エペソス， カルケドンの公

会議を控えていた年であり， 当時は， 所調「キリスト論」が頻りに議論さ

れていた。東方では， キリストの人性を強調する アンティオキ ア学派(タ

ルソスのディオドーロス， モプスエスティ アのテオドーロス等 ) と， キリ

ストの神性を強調する アレクサンドリ ア学派( アレクサンドリ アのキュリ

ロス等) とが対立していたし， 西方では， テルトリ アヌスに源を有するキ
( 3  ) 

リスト論があった。 そして， かかる問題関連に お い て， キリストの見神

visio Dei の問題も議論されていた。 即ち， Iもし;神が， tこだ精神によって

のみ見られるとするなら， 受 肉したキリストは如何にして神を見たのか。

肉の眼によって神を見ることは可能だったのか」ということが問題とされ
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(4 ) 

ていたのである。 こうした状況の中で， パウリーナは， アウグステ ィヌス

に対し「眼に見えない神が 肉の眼で見られるかどうかについて， 何か十分
( 5) 

に詳しく書いて欲しL、」と依頼した。 そして， この依頼への返答として書

かれたのが ， EPist. 147である。

この書簡において アウグスティヌスは， ま ず， 神を見ることに言及した

様々な聖書の箇所を引用するCn. 12�16)。 そして， これらの一見相矛盾す

る箇所を整合的に理解するために， これらを整合的に理解した 実 例 と し

て， アムプロシウス『ルカ福音書講解.] Expos似ones evangelii secundum 

Lucam 1， 24 �2 7の本文を引用し ( n . 18)， この本文に即し， これを註解

するという仕方で論述を進めている( n.1 9ι)。従って， 本書簡は， アムプ

ロシウスのテキストの註解であると同時に， r神を見ること」についての

アウグスティヌス自身の聖書解 釈の展開の書とも言えるのである。

そして， アウグスティ ヌスは， 読者が， このいわば「本論」とも言うべ

き部分の記述に対し如何なる態度をとるべきかを示すために， その冒頭に

. r序論」を置き， そこにおいて， 聖書の解 釈の基本的原理についての考察

を展開したCn. 1 �11)。即ち， 我々の「知Jscientiaが， (1)感覚認識videre

per ocu�os corporis に由来するもの， (2)精神による認識 v idere menteに由

来するもの， (3)信credereに 由来するもの， の三者より成り立っているこ

とを示し， 以下の「本論」における聖書解 釈の議論の結果明ら か に な る

「知」の内容が， これらの何れに属するかを明らかにすることによって，

以下の議論に対し読者が如何なる態度をとるべきかを示 そうとしたのであ
(6 ) 
る。 この「序論」の部分が， 今回我々の取り扱おう と す る テキストであ

る。

【補註】 所 で， 本書簡執筆の前年に始 まっ たぺラキウス 論争Ll:， 聖書解釈 につい

ての反省的考察2:;， アウグスティヌスに促した (De Doctr. C hrist. ][. xxxiii. 

46)。 従って， 本書簡の思想、は， この論争を契機に深められた ものかも知れな

L、。
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3. アウグスティヌスは， (1) v idere per ocu los corpor is， (2)v idere mente ， 

(3) crede re についての探求を， ま ず実例を挙げることから始める。

第 1に， 我々が「 肉の眼で見るJv idere per ocu los corpor is のは， 次 のよ

うな場合である:太陽等の天体 corpora cae les tia， ないし， 山や木等の地
(8 ) 

上の物体 corpora terres tr ia を 肉の眼で見る場合。 また， 色・音・ 香・味・

熱等を， 視覚 ・ 聴覚 ・嘆覚・味覚・触覚を介して感覚する場合， ないし， 感

覚したことを想起する場合。 要するに， これは， 如何なるものであれ「物

体的なものJ res corpora lis を 五官を介して感覚する sent ire 場合である。

(ここで， 五官の 1つにしか過ぎない視覚を示す「見るJv idere という語

が， 他の感覚器官の場合をも含めたこの場合の標題として用いられている

のは， この語が， 例えば味覚について「何 の味がするのか見なさい」と言

われる場合の如く， 他の 4つの感覚器官の場合にも用いら れ る か らであ

る。)この場合， 見られる対象は， 見る人の外に， 空間 interva llum loc iを
(11) 

隔てて在り， 人は五官を介して以外 それらの対象を見ることはできない。

第 2に， I精神において見るJv ider e mente と言われるのは， 次のよう

な場合である:自らが生きていることを見る場合， 自2らが何かを意志して

いることを見る場合， 白らが何かを探求していることを見る場合， 自らが

生き， 意志し， 探求していることを自らが知っているということを見る場
(12) 

合， 自らが何かを知らないということを見る場合， そして更に， 自らの思

惟 cog itat io， 記憶 mem or ia， 知性認識 inte llegent ia， 信 f ides を見る場合
(13) 

も， この認識に数えられている。 我々は， これらの事例から， ここにvid ere

mente と呼ばれてい る 認 識 が， アウグスティヌスが他 の 箇 所で「知性
(14) 

認識J inte llegere と呼ぶものであることを知ることができるが， こ こ で特

に注目しておきたいのは， これらの事例がすべて「自己認識」に関わるも

のだということである。 つまり， アウグスティ ヌスは， I知性認識 jなる
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ものを， いわば〈自己認識をゴモデルとして〉考えていたのであり， 自己の

魂の内に起こる 様々なことがらを 認識する際の認識の 性格が， intellegere 

くつまりv idere mente) の性格を構成するとされているのである。 我々は，

自己の生や意志， 思惟や記憶( これらは「可知的なものJ res intellegibilis 

と総称できょう ) を見る時， 対象を， 空聞を隔てて自己の外にではなく，

むしろ自己の内において見る。 また我々は， これらの対象を， 極めて単純

な仕方で simpliciter見るが， その対象について疑いを差挟むことは不可能

であり， 我々は， それらを却って， 極めて明 噺なるもの， 極めて確実なる
(15) 

ものとして見るのである。 要するに， 認識の内面性， 単純性， 確実性が，

videre mente ( つまり intellegere)の特徴である。

第3に， r信Jcredere の実例としては次のものが挙げ ら れている ア

ダムが最初の人間であり両親なしに創造されたことを信 ずる場合， キリス
(16) 

トの処女降誕・ 受難・復活を信 ずる場合， また， 一度も訪れたことのない

国の存在を信 ずる場合， ローマがロムルスによって建国されたことを信 ず

る場合， 両親が我々を産んだことを信 ずる場合などである。 我々はこの類

いのことを多く知っている。 しかし， 我々はこれらのことを， 自ら五官に

よって感覚したのでも， 精神において見たのでもなし、。 むしろ， 我々はこ

れらのことを， r聖書や他の証人が語ることであるから， そうに違いなし、」

と考えることによって知ったのである。 要するに， r信」とは， 時間的 ・

空間的に我々から離れているもの absentiaを， 聖書ないし他の証人の権威
(18) 

auctoritasの故に承認することである。 (この， credereの対象たる absentia

に対して， v idere per oculos corporis， videre mente の対象は， 我々に現存

するもの praesentiaと呼ばれる)

4 . 以上の実例から， 我々は， (1) vi dere per oculos corporis， (2) vi dere 

mente， (3) credereという区分が， (1)感覚認識 sentire， (2)知性認識 intel lege

re， (3)信 credere という区分に相当することを知ることができると共に，

それぞれの認識の若干の性格をも知ることができるであろう。 今， それら
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を表示すれば 次のようになる:

対 象 の性格

対象の在る場

認識が生起する
場・媒 介

認 識の性格

videre 

…s corporぺ mente credere 

(sentire) (intelJegere) 

praesentía 

I res intelJegibilis 
absentia 

res corporalis 

自 己 の 外 | 自 己 の 内 | 自己 の外

五 神 | …as
(聖書， 他の証人)

単 純 性 確実性 l 単純性 確実性 !
の 度 合 が低い の度合が高い

E 反論←-sentire intellegere， credereに関わる三つの問題

5. 次に アウグスティヌスは， v idere per oculos corporis， videre men te， 

c redereについての探求を一層深め， 三者の概念を一層明確にするために，

「或る人々」の唱える異論を採り上げる ( n. 6)。
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或ることがらを真と信ずる時に我々が「信 ずる」と語ること一一これの

みが「精神において見つめることJ men te con tueri である。 ………なぜ

なら， これら信の対象は， 正に物体的に起こったのであり， もし我々が

その場に居合わせたなら， 確かに 肉体を介して見ることが可能であった

が， しかし今は， I 肉眼が識別する光」が現存するような仕方において

も， I精神が洞察する意志」つまり「我々が意志する時の意志」が現存

するような仕方において も， それらは現存していないのだからである。
)

この異論は幾分わかりにくいが， その言わんとする所は， 次のように要約

されるであろう。

(1)信の対象は， すべて rescorporalis である。 従って， それが起こった

時 その場に居合わせたなら， 我々は それを五官で見れた筈である。
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(2)物体的に起こったことがらが信の対象となるのは， それが過去に起こ

ったからである。

(3)所で， 既にないことがらを信ずる働きは， 精神 mensの働き に他なら

ない。

(4)従って， v idere per oculos corporis， v idere mente， credere という区分は

誤っている。 credereは， むしろv iderementeに含ませるべきである。

6 . この説を主張した「或る人々 J nonnull i が如何なる人々であったの

かは， 我々には分らない。 しかし， この説が「信仰」についての或る意味

での近代的な解 釈を述べているということは， 疑い得ぬ所であろう。 即ち ，

この異論は， r信J credere という語によって， 特に「聖書に述べられて

いる様々なことがらに対する信仰」を念頭に置き， 救済において信仰の果

す役割を重視する余り， r信」をv idere mente(intellegere)に引きつけて考
(21) 

えていると思われるからである。

しかし反面， この異論は， 我々に， 考察すべき様々な問題を提起してい

る。 それらは， 差しあたり， 以下の三点に集約できょう。

〔問題 1)信の対象と， res corporal is-res intelleg ib il isの区分との関係の

盟題。 異論は， f言の対象を rescorpora lis と限定し て いる。 かかる考え方

が出て来るのは， r 信」という語によ って「聖書に対する信仰」が念頭に

置かれており， また， 聖書に「信じられるべきこと」として述べられてい

ることがらの多くが rescorporal is に関わることであ る ことからすれば，

むしろ当然のことであろう。 しかし， 果して「信の対象のすべてが r es

corporal isであり， res intelleg ib il isは信の対象にはならなし、」と言えるであ

ろろか。

〔問題 2)信の対象と， そのことがらが起こる時間との関係の問題。 異

論は， r或ることがらが信の対象となるのは， それが過去に起こったこと

だからだ」と述べている。 しかし， r信の対象のすべてが過去に起こった

ことであり， 現在起こりつつあることがら， 未来に起こるだろうことがら
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は， 信の対象とはならない」と言えるであろうか。

〔問題 3) creder官と vide re mente (intel leger引との関係の問題。 異論

は， crede陀をv ideremente に含ませるべきだと考えた。 し か し， 両者は

同ーであると言えるだろうか。 もし言えないとすれば， 如何なる点で両者
(22) 

は異なるのか。 credereにおいては， 精神 mensは全く関与しないのか。

これらの問題に対し解答を与えることは， 先に述べられた様 々 な 実 例

(第3節) だけでは不十分である。 アウグスティヌスはこう述べている

しかし， 以上の区分が偽ではないということについて， 先の序言は僅か

しか述べなかった。 なぜなら， I信」と「何か現存するものを精神にお

いて見ること」とが全く同一であると看倣されることがないようにする

ためには， 両者が明瞭なことばで区別されなければならないが， その区
(23) 

別が不十分な仕方でしかなされていなかったからである。

m credereの概念の探求(1 )--credereの対象について

7 . そこで アウグスティヌスは， n.7以下で， vi dere per oculos corporis， 

vi dere ment e， credere について更に深い考察を試みる。 彼はこの探求を，

I vi dereの対象は， 五官ないし精神に現存するも の praesentia で あ る が，

credereの対象は， 五官からも精神からも離れているもの absentiaであるJ
(24) 

という命題 (ザ .第 4節 ) の吟味から ， つまり， vi dereと credere の対象の

吟味から始める。 そこでま ず， credereの場合から視てゆこう。

「信 credere の対象は， 五官からも精神からも離れているもの absentia

である」という命題は， 確かに「信」の対象の性格を規定している。 しか

し， この命題は， lÏû 節で提起された三つの問題の内， 信の対象に関わる最

初の二つの問題に答えることができない。 そこで アウグスティヌスは， こ

の点?を明らかにするために， 一つの例を考える。

例えば， 誰かが， 私に面と向かつて， I自分は今これこれを行おうと思

っている」と語って， 自らの意志v oluntasを示す場合のことを考えてみよ
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う。 この場合， 相手の口と声とは私の五官 (視覚と聴覚 ) に現存する一一

つまり praesentia である一一。 然るに， 相手の意志 それ自体は， 私の五官

にも精神にも現存してはおら ず一一つまり absentiaであり一一， 従って，

私は， 相手の意志の存在を「見て」いるのではなく， むしろ「信じて」ぃ
(25) 

る。

この例より， 我々は， 信の対象の性格について， 更に明確な規定を得る

ことができる。 第 1に， 信の対象は， 必 ずしも res ∞ r poralis であるとは

言えない。 この実例における相手は， 自らの意志v olun tasを見ているが，

既に述べられた所からして (第3節)， 彼らが自らの意志を見ているのは精

神mens においてであり， その限りで， この場合「信」の対象となってい

るのは児s intell egibilis なのだからである。 それ故， 我々は， 前 節の〔問

題 1)に関しては， 次のように答えることができる: r'es cor poralis も res

lntellegibilisも共に信の対象となり得る。

第 2に， 信の対象は， 必 ずしも過去のことがらとは限らない。 他人の意

志の存在を信 ずる場合， l'何かを行おう」とする意志は過去のものなので

はなく， その人の内に現在存しているのだからである。 また， 未来に起こ

るだろうことがらが信の対象となり得るか否かについては， この実例から

は明らかではないが， 終末( つまり， 未来)に起こ る 「見神Jvisio  Dei が
(26) 

信の対象とされていることからして ， 未来のことがらもまた， 信の対象と

なり得ることは明らかであろう。 従って， (問題 2)に対しては， こう答

えることができる: 過去に起こったことがらも， 現在起こりつつあること

がらも， 未来に起こるだろうことがらも， 信の対象となり得る。

lV credereの概念の探求(2)一一credereにおける判断

8 . 所で， 前 節で挙げられた実例において， 我々は， 相手が自らの意志

について語るすべての場合に， 相手の意志の存在を信 ずるのではなし、。 相

手が偽っていると我々が判断する ex istimare の場合には， たまたま相手
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の言葉が真で， 相手の内に実際に意志が存していても， 我々は信 じはしな
(27) 

いのである。 だから， 信の対象はすべて absent iaであるが， 逆に， すべて

の absent iaが信 じられるのではない。 我々の五官や精神から離 れ て い る

もの absent iaが信 じられるためには， 信 ずる人の側における何らかの「判

断」が必要なのである。

9 . ではこの判断 ex ist imare は如何なるものであろうか。 こ の こ とを

明らかにするために， 我々は， 或ることがらが信 じられるに至るためには

如何なる過程を経るのかということを明らかにしなければならなし、

五官においても精神においても見たことがないもの absent iaを私が信ず

るためには， 誰かそのことがらを自ら見て， それを私に諮る人が存在しな

ければならなL、。 アウグスティヌスは， その語る人を「証人 Jt estis， 証 人
(28) 

の語る内容を「証言J t est im onium と呼ぶ。 証人が証言を語る時， その証

言は， 声 v ox や文字 litt eraという「標J s igna の形態において私のもとに
(29) 

もたらされる。 私はま ず， 五官を通してこ れ ら の音声や文字を「感覚J

sentIre する。 次に私は， 自らの内で， それら感覚された擦と対応関係に

ある「ものJ res を記憶 memoriaの内から「想起Jc ommem orareし， それ

らの「もの」を「標」の文法的構造に 従って組み合わせて， 証言の意味内
(30) 

容を「理解J int ellegere する。 然る後に， 私は， 私が その内容を理解した

証言が証言としてEしいものであるか否かの「判断Jex ist imare， 即ち， そ

の証言内容の真偽の判断を行う。 そして， その内容が「 その通りである」

it a est と判断された時初めて， 私は， その証言内容を「信ずるJ cred巴re

のである。

従って ， credereに おける判断とは， I証言の内容が理解された後に行わ

れる， その内容の真偽についての判断」であることが分る。

10. この判断が具体的場面で如何なる仕方で起こるのかということは，

アウグスティヌスが述べている次のような実例 ( n.11) によって明らかに

なる。



58 

或る人が「自分は今これこれのことについて信じている」と私に語り，

私が「この人の内には信 fi des がある」と信ずる場合を考えてみよう。 こ

の場合， 相手の内における信の存在を私が信ずるためには， 私は， 相手の

証言の意味を理解し， その内容を「その通りだ」と判断しなければならな

いが， その判断は 次のような仕方で行われる:

(1) videre ment eの対象である「信」を「五官 」によって見ることは， 相

手自身にとっても不可能である。 従って， sent i re の対象でない「信J

を， 私が五官によって見ることはできなし、。

(2 )私が精神において自らの信を見ている場合でも， 他人は私の信を見て

いない。 (その証拠に， 私は「信じていなL、」と偽りの証 言 を 語 っ

て， 他人を欺くことができる。) 従って， 相手の内に信がある場合で

も， 私は精神によって相手の信を見ることはできない筈だ。

(3)故に， 私は相手の信を， 五官 によっても精神によっても， 見ることは

できない。

(4)だから， 1私は信じている」という相手の証言は， 真である可能性が
(32) 

ある。 だから私は， この証言を真であると看倣そう。

相手の内の「信」の存在を私が信ずる場合の判断 ex ist imare に つ い ての

この記述は， 11言」以外のもの， 例えば「意志J， 1思惟」等の相手の内に

おける存在を私が信ずる場合にも妥当するであろう。 事実 アウグスティ ヌ

スは， パウロが「人の内において何がなされているのかを知るのは， その

人の内にある霊spi rit us 以外にはtJ:�、 J CI C o r. 2， 11) と語り得た背後に
(33) 

は， 上と同様の判断の過程があったと述べ， 上の判断の過程を， 魂の内に

起こる「信以外のことがら」にも拡張しているのである。

1 1 .  しかしながら， かかる判断は， 極めて不確実なものである。 なぜな

ら， この判断は， 1信」や「意志」等の相手の内における存在の可能性を

示すのみであって， それらが相手の内に実際に存在するか否かについては

何の保証も与えないのだからである。 では， この不確実性は何処に起因す
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るのであろうか。

cr ed er e における判断の不確実性は， cr ed er eの対象が， 私 の 五官から

も精神からも離れているもの abs en tiaであるということに 起 因 す る。 即

ち， cr ed er e の対象は abs en tia であるから， 私は， その証言内容の真偽の

判断を行うに際し， 自らの五官や精神においてことがら自体を直接見， 自

ら見た ことがらと その証言内容とを〈比較する 〉ことによって， 証言の真

偽の程を確かめることはできない。 つまり， cr ed er eにおける判断は， I間

接的判断」たらざるを得ないのである。

従って， I信Jcr ed er e の対象は悉く abs en tia なのであるから， 信にお

ける判断の不確実な性格は， 単に， 今我々が引き合いに出した「他人の魂

の内に起こることがら」の場合のみでなく， I信」すべての場合に妥当す

ことが分るであろう。 およそ， I信」による認識は， それ自体としては不

確実なものなのである。

V videreの概念の探求--videreの2つのモメント

12. 以上我々は， Icr ed er eの対象は abs en tiaである」という命題の吟味

を手掛りとして， cr ed er eの対象と， cr ed er eにおける判断とについて考察

して来たが， 以上をもって， cr ed er eの概念が 若干明ら か になったであろ

う。 そこで我々は， 次に ， vid er eの場合に考察2:'移すことにしよう。 cr ed e

r eの場合と同様に， vi d er eの考察も ， vi d er eの対象の考察から始まる (ザ .

第7節〉。

さて， I vi d er eの対象は， 五官ないし精神に現存するもの praes en tiaであ

る」という命題が成立することは， 自明であり， 格別論を倹たないように

思われる。 五官ないし精神に現存しないものが見られるということはあり

得ないし， 五官ないし精神に現存するものはすべて見られるのだからであ

る。

13. しかしながら， ここで一つの問題が起こる。 それは， I我々が過去
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に videreしたことがら」の場合である。

「我々が過去に v idere したことがら」は， それが五官によったのであ

れ精神によったのであれ， 現在我々の五官や精神に現存していない限りに

おいて， 我々から離れている一一つまり ， absentia である。 然らば， それ

は「信J credere の対象に数えられるべきであろうか。 アウグスティヌス
(34) 

は， それはむしろ videre の対象に数えられるべきであると言う。

しかしながら， I過去に vi dereしたもの」のすべてが， videre の対象と

看倣されるのではない。 それが videre の対象と看倣されるためには， 二

つの条件がある。

第 1の条件は， 過去に videreした内容を， videre した人が現在記憶して

いるということである。 人が或ることがらを見ても， 現在その内容を忘れ

てしまっていては何もならない。 彼は その内容について語ることすらでき

なくなるであろう。

しかしながら， この条件のみでは， 過去に見られたことがらが vi dereの

対象と看倣されるためには不十分である。 例えば， 我々が自ら訪れたこと

のない町についての話を誰か他の人から聞き， その内容を信 じた場合につ

いて考えてみよう。 この場合， 私は自分で その町を見たわけで は な い か

ら， 私が獲得した知識は， I信」によるものである。 けれども， それから

長い時聞が経過した後に， その町のイメージは記憶していても， 私がその

町を実際に訪れたか否かが暖昧になってしまい， 自ら訪れたことのない町

を， I訪れた」と錯覚してしまうことがある。 また反対に， 自ら訪れた町

の記憶を， 他人から聞いた町についての記憶であると錯覚してしまうこと

もある。 では， このような「錯覚」 はどうして起こるのであろうか。 それ

は， 我々が， 過去に videreしたり credere した「内容」についての記憶の

みを現在保持していて， もう一種類の記憶を保持していないからである。

即ち， I自分が videreしたことの記憶J， I自分が credere したことの記憶j
(35) 

を保持していないからなのである。 何かを見たり信 じ た り する時， 我々
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は， その内容を見， また信 じるのみではない。我々は同時に「今自分はこ
(36) 

れこれを見ている， 信 じている」ということをも見ている。 そして， この

「自分のv idereや credereについての videreJが記憶に貯えられていて，

vi dere や credere の内容が想起される時同時に自己に関わるこれらの記憶

が想起されることによって初めて， 我々は， 過去に videre したり credere

した内容を， vi dereの対象， credere の対象として正しく想起できるのであ

る。 従って， 過去にvidere したことがらが， 現在 videre の対象として正

しく想起されるためには， vi dere した「内容」の記憶に加えて， I自分が

その内容を videre し たこと」についての記憶も同時に必要である。 これ

が， 過去に videre されたことがらがvi dere の対象と看倣されるための条
(37) 

件の第 2である。

14. このように考えて来ると， I自らがvi dereしていること」のvidere

は， 単に「過去にvi dereされたもの」が現在videreの対象と看倣されるた

めばかりではなく， I現在v idereされているもの」がvi dere の対象と看倣

されるためにも必要であることが分るであろう。 即ち， 現在私が或ること

がらをvi dereしている場合， 私は同時に「私は今 v idere している」とし、

うことをもvi dere しているが， この第2の videre がなかったら， 私は，

現実に何かを見ているのか， 夢を見ているのか， 幻を見ているかの区別が

つかなくなってしまい， 現在見ている内容の確実性をも疑わざるを得なく

なるだろうからである。

VI credereの概念の探求 (3)一一証言の2つのモメント

15. こういうわけで，I自分が何かをvi dere していること」の videre，

そして「自分が何かを videre していること」のvidere の記憶は， videre 

の内容の確実性を保証しているが， その限りにおいて， こ のIvidere の

videreJは， credere の場合と対応している。 即ち， credere の場合， 証人

t疋s tisは自らvi dereしたことがらについての証言 tes timonium を語るが， そ
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の証言は，、ただことがらの内容を述べるだけでは証言にならない。 証言に

は同時に， r この証言の内容は， 私 (証人 ) の見たことであるから確実で

ある」との主張がーーたとえ明確に言葉に出されていなくても一一伴って

いなければならないのである。 つまり， 証言が証言たり得るためには， (1) 

「証言の内容の主張」と共に， (2 ) r その証言内容を証人が videre し た こ

との主張」が伴っていなければならないのである。 従って， 証言のこの第

2のモメントは， 証言内容の確実性を保証している限りにおいて videre

の場合における「自己がvidere していることのvidereJに対応 している。

アウグスティヌスが， n.8冒頭で述べている

しかし， 我々がかつて見たり現在見ていることがらにおいては， 我々自

身が証人である。

という言葉は， その裏にかかる事態を含意 しているのである。

16. それ故， 我々が既に論じた「信 credere における判断の不確実性」

(第 11節 ) は， 正にこの点に関わっている。 或ることがらが「信」という

仕方で我々のもとにもたらされた時， そのことがらが ， v idere という仕方

でもたらされた場合と同等の確実性を持ち得ないのは ， videreの場合には，

(1)認識される内容と， (2 )その内容の確実性を保証するrvidereのvidereJと

の双方が認識者のもとに在るのに対して， credere の場合には ， ただ認識

される内容のみが認識者のもとにもたらされ， その内容の確実性を保証す

るrvidereのvidereJが他者の内に存するという認識構造の相違に起因 して
(38) 

いるのである。

vn r知J scientia 

17. こういうわけで， およ そ我々の認識することがらは， r 可感的なも

のJ res sens ibilisか「 可知的なもの J res intel1egib ilis かの何れかであるが，

それらは， 過去のことがらであれ， 現在のことがらであれ， 或いは未来の

ことがらであれ， 三つの仕方で認識される。 第lに， 可感的なものが認識
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者に現存する場合 (つまり praesen t ia の場合 )， それは， 五官を通して認識

される。 これが v idere p er oc ulos corpor is による認識， つまり感覚認識

sen t ire である。 第2に， 可知的なものが認識者に現存する場合， それは，

精神によって認識される。 この認識が v idere mente， つまり知性認識m

たllegere である。 そして第3に， 可感的なものであれ可知的な も の であ

れ， 認識対象が認識者から離れている場合 (つまり absen t iaの場合 )， それ

は誰か他者の証言 tes t imon ium， つまり， 言語を媒介 と し て認識される。

これが， 信 credere による認識である。

これら三様の仕方で認識されたことがらは， それぞれ， 認識過程を異に

し， また認識の'性格や確実性をも異にしながらも， 混然一体となって我々

の記憶 memor iaの内に貯えられている。 かかる状態が， 我々の「知 J sc i

ent ia の状態であ り， かかる仕方で認識されたことがらが， 我々の知の内

容を成しているのである。

それ故 ， 我々の知は， 見られたことがらと， 信じられたことがらから成
(39) 

り立っている。

酒 精神mensの役割

18. それでは， かかる我々の知において， r精神 J men s は 一体如何な

る役割を果しているのだろうか。

さて， 先に提起された異論 (第5節 ) の主張する所は， r或ることがら

を真と信 ずる時に我々が『信 ずるJと語ることは， r精神において見つめ
(40) 

ること」に他ならなL、」ということであった。 アウグスティヌスは， この

異論の主張を， r或る観点において正しL、」と認める。 即ち， r信 Jcrede 犯

においても何らかの仕方で精神ni.en s が関与しているということを認める
(41) 

のである。

19. では， その仕方とは如何なるものであろうか。 アウグス テ ィ ヌ ス

は， そのことを説明して， 次のように述べている;
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なぜなら， r知J scient ia とい うものは， 肉体の感覚によって知覚され

認識された何かを保持する場合であれ， 魂 animus 自体によって知覚さ

れ認識された何かを保持する場合であれ， 精神 mens に帰せられ t rib ui，

また， 信によって信じられるものは見られないとしても， 少なくともそ
(42) 

の「信J fidesそれ自体は精神 mens において見られるのだからである。

この言葉は， 認識における「精神J mens の役割 に つ いて語っているが，

その正確な意味は理解困難である。そこで我々は， 以下このテキストの解

釈について考えてみよう。

まず， テキスト官頭の「知J scient iaという語が， ‘videre per ocul os cor

poris' の場合と‘vider ement e'とによって獲得された知， つまり， r見られ

たことがらJ res visa についての知を示していることは明らかである。 こ

の「知」という語につけ加えられている二つの規定の内の 後 者， つ ま り

「魂自体によって……」という語は， 明らかに， videre ment e の場合を指
(43) 

しているのだからである。

従って， このテキストは，videre， credereそれぞれの場合に精神が関与

していることを述べている。そして，videre の場合の関与の仕方が「知と

いうものは， 精神に帰せられるJ scient ia ment i t rib uit ur という語で， また

creder eの場合の関与の仕方が「信それ自体は精神において見られるJ fides 

ipsa ment e videt ur という語で，それぞれ示されているのである。

「信それ自体は精神において見られる」という語は， r信じられる対象

( 内容)が精神において見られる」という意味ではあり得 な し、。 我 々 が

「信」について考察した所から明らかなように (第3節)，信の対象は ab

sent ia であるが， 或ることがらが精神において見られた時には，それはも

はや absent iaではなく， むしろ praesent ia なのであり， 従って，それは，

「信じられる」のではなく， むしろ「精神において見られている」のだか

らである。 ではこの語は如何に解されるべきだろうか。 ここで我々は一つ

の注目すべき事実に自を留めようと思う。 アウグステイヌスは， vider e per 
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ocul os cor por is， v idere mente， credereの区分について論 ずる にあたって，

ま ず それらの実例を示し ， I信Jf ides の場合についても それを v idere men

te の対 象と看倣したが(第 3節 )， そこで彼は v idere mente の内容につい

て興味深い言い換えを行っている。 今それを表 にして示せば， 次のよう に

なる:

(1) videre mente |ωv伽e mente |ωvidere mente 

se vlventem quod vivas vltam tuam 

se volentem q叫(v伽eDeuψ voluntatem 

ivade陀|
se sClentem q uod te � velle ) scias scientiam 

quaerere 
\\\ \\ 

4i::ト畑 19norantlam 
\ 

.......-----..._ 

これらの語は， すべて‘v ideremente'の目的語として n.3 に挙げられてい

るものであり， (1)欄， (2)欄， (3)欄は， それぞれ横に対応し， 例えば ， 'v ide-

re mente se v iv entem 'は‘v ideremente quod v iv as'， ‘v idere mente v itam tu-

am' と 言い換えられていることを示している。 ここで注目すべきことは，

「生 Jv ita， I意志Jv oluntas， I知J scientia 等の〈抽 象名詞〉が， I生きて

いることをJ， I意志していることをJ， I知っていることを」等の〈動作・

状態を示す名詞節 〉で言い換えられていることである。 従って， その直後

の箇所 (n. 4 ) で， I精神 において信を見るJ v idere mente f idem と言われ

る時， 我々は， その語の意味を， I自分が何かを信じているということを

精神 において見るJと理解できるのである。 以上のことから， 今我々の問

題としているテキストの「信それ自体は精神 において見られる」という語

(n. 8) も同様に理解されることが分るであろう。 即ち， 精神 mens は，

r r自分はこれこれのことがらを信 じている』ということを見る」という
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仕方で， r信J credereに関与しているのである。

従って ， credereの場合との対比において ， videre の場合の精神の関与の

仕方について述べた「知というものは精神に帰せられる」という語につい

ても， 我々は同様に理解できる。 即ち， 精神 mens は ， videre の場合，

rr自分はこれこれのことを知っている」ということを見る」という仕方で

videre に関与している の で ある。 我々は， 五官や精神によって， 個々の

認識対象を認識し それを記憶の内に貯えるが， 我々は， この過程におい

て， 同時に， 自らが感覚認識していること， 知性認識していることをも認

識し， それらが， 感覚や精神によって認識され現在記憶の内 に あ る こと

(つまり「自らが知っていること J )をも認識する。 そして， かかる「自己

認識」が ， r精神 J mensによって行われるのである。

20. 従って， r精神 J mensは ， credere の場合には， r自らが何かを信

じていることを見る」という仕方において， またvidereの場合には「自ら

がい entireないしintellegere によって)何かを知っていることを見る」と

いう仕方において ， credere， videre何れの場合にも関与しており ， その限り

で， 先の異論の主張も正しいことになる。 (第 6節で提起 さ れ た〔問 題

3 Jに対する解答は， ここに至って明らかになる。)

21. では， かかる仕方での精神の働きは， 我々の認識において如何なる

役割を果しているのだろうか。 しかし， この問題に対する解答は， 我々が

先に行ったrvidereの videreJについての考察 (第1 3 -1 4節 ) を想起すれ

ば， もはや明らかであろう。 我々は 先に ， 或ることがらがvidere， credere 

される時に， それが正しくvidere， credereの対象と看倣されるためには，

同時に「白らが その対象をvidere， credereしていること」のvidereが必要

であると論 じたが (第 13 -1 4節)， この rvidereのvidereJ ， r credereのvide

r eJが， 他ならぬ精神 mensに帰せられるのだからである(第3節， 第20節)。

精神は，個々の認識の場面において，自己が ， sentjre， ìntell egere， credereの

内の何れの仕方で認識を行っているのかを見る。 そして， そのことによっ
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て， 認識された個々のことがらを ， s ent ir 巴に由来するもの ， int ell eg e r eに由

来するもの， cr e d e r eに由来するものへと， 整理・ 区分するものである。

22. しかしながら， 精神の働きは， これだけに留まらない。 既に述べら

れた如く (第3節)，精神は「我々が 一一 s enti r e， int ell eg e r e ，  cr e d e r eによっ

て一一何かを知っているjとし、うことを見るのみでなく， 同時に， í我々

が知らなし、」ということをも見る。 だから， 精神は， 我々の認 識 に お い

て， 単に認識内容の整理・区分を行うだけでなく， 認識されていることが

らと認識されていないことがらとの整理・ 区分を行うのである。

23. それ故， 精神(m ens) は5 我々の認識において， 三重の役割を果し

ている。 第1に， それは ， s enti r e， cr e d e r e と並ぶ我々の認識能力の1つと

して， 自らに固有な対象を認識する。 第 2に， 精神は， 自らがs enti r e ， in

t el leg e r e， cr e d e r e していることを見， そのことによって， 認識された内容

を整理・区分している。 そして第3に， 精神は， 自ら の知と無知とを認識

し， 自ら知っている内容と知らない内容とを相互に区分してい る の で あ
(44) 
る。 このように， 精神 m ens は， 我々の認識能力の1つでありながら， 我

(45) 
我の認識の様々な段階の全体に浸透し 認識された内容に秩序を与え， 認

識の確実性の度合いに応じて区分し， それらを統轄しているのであり， そ

の限りで， これは， 認識能力の一つではあるが， 同時に， �認識能力を超

えるもの 〉なのである。

結 論

24. 以上の考察によって， s ent ir e， int ell eg e r e， cr e d e r e の概 念 と ， これ

らの認識において精神 m ens の果す主導的役割とが， 若干明らかになった

であろう。 精神は， それ自体認識能力の1つでありながら， 我々の認識の

全体に浸透し， それを統轄しているという怠味で， それ自体， 認識能力を

く超えて 〉いる。 それはむしろ， 自己の一部でありながら ， 何か自己を超

えた存在に向かつて聞かれたものなのである。 だから， この精神が ， 自己
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を超え， 神 に向かつて聞かれ， 次第に高められて行く時 ， 我々の認識は，

自己を超え， 神の認識へと次第に高められて行き ， 遂 には「見神 J v isio 

Dei の段階 に至るであろう。 そして， この問題 についての考察こ そが， こ

の『見神の書簡」の「本論 J ( n. 12 以下) の目指す所だった のである。 し

かし， この問題については， 稿を改めて論 じなければならない。
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videmus， dantur signa. (イタリック筆者)

(38) かかる事態を表で示せば次のようになる。

| 認識される内容の在る場

I vi加videreの在る場

videre 

自己の内に

自己の内に

credere 

自己の内に

他者の内に

(39) Epist.147. II1. 8. Constat igitur nostra scientia ex visis rebus et creditis_ 

(40) 本稿第5節参照。

(41) Epist. 147. II1. 8. porro si scire non incongruenter dicimur etiam illud， 

quod certissimum credimus， hinc factum est， ut etiam recte credita， etsl 

non adsint sensibus nostris， videre ment巴dicamur.

(4 2) loc. cit. scientia quippe menti tribuitur， sive per corporis sensus sive 

ipsum animum aliquid perceptum cognitumque retineat， et五des ipsa mente 

utique videtur， quamvis hoc五de creditur， quod non videtur. U. Duchrow 

は， a. a. O. S. 110でこのテキストの解釈を行っているが， 筆者 はDuchrow

と は 解釈を異にする。

(43) n.9では‘videre mente'が‘videre animo' と， また n. 7では ‘mens'が

‘animi sensus'と言い換えられている。 cf.註(30)

(44) mensのこの役割を表で示せば【別表】のようになる。

(45) mensの働きのか かる浸透については， Aug. は既に初期から認識していた

ょうである。Aug. はEpist. 13 (386-7年〉において， mensの働きと して

のintellegereを， (1)物体との関係において行われるもの，(2)純粋に自己 の内

において行われるもの， の2つに区分している。
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Eρist. 13. 4. Hoc :si dices. veniat in mentem illud. quod intellegere 
appellamus. duobus modis in nobis fieri: aut ipsa per se mente atque 
ratione intrinsecus. ut cum intellegimus esse ipsum intellectum; aut ad
monitione a sensibus. . . .. . .• cum intellegimus esse corpus. in quibus du
obus generibus illud primum per nos. id est de eo. quod apud nos est. 
deum consulendo; hoc autem secundum de eo quod a corpore sensuque 
nuntiatur. nihilo minus deum consulendo intellegimus. 
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